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イノベーション研究センターとは
大谷：昨今、グローバル化する経済の中で活躍で
きる人材の不足が喧

けん

伝され、日本経済の競争力低
下が危惧されています。企業経営において必要な
変革とは何か、日本企業が目指すべき方向につい
てお話しいただきたいと思います。
まず始めに、一橋大学イノベーション研究セン

ターの研究内容についてお聞かせください。

青島：イノベーション研究センターは、1997年に
設立され、前身は産業経営研究所です。当時、野
中郁次郎先生が日本企業のイノベーションを研究
されていたこともあって、イノベーション研究セ
ンターとして独立しました。イノベーションの生
成プロセスやその社会的影響を社会科学的に分析
することを目的とした研究所です。一橋大学は文
科系の大学ですので、理科系と接点が必要であり、
その窓口としての役割も期待されました。設立後
は、理科系の教員を採用しましたし、理科系出身
のセンター長がいたこともあります。経済学者、
経営学者に加えて、歴史学者、社会学者、さらに
は官庁から来ている方もいます。イノベーション
というプロセスを、社会科学を中心にしながら分
野横断的に研究している学際的な研究所です。

大谷：最近、社会科学系でもものづくりの研究を
なさっています。日本の強さを生かすものづくり
を経済学や経営学の分野から研究されている先生
方も多いですね。

青島：東京大学ものづくり経営研究センターの藤
本隆宏先生は精力的に研究されています。

日本企業の強さの根底に流れるもの
大谷：青島先生は多くの企業分析をされ、その中
から本質を抽出しそれを生かしていくべきと提言
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されています。日本経済は、今、アベノミクスで
少し右肩上がりになっています。国の経済は、海
外の経済や政治、社会、あるいは資源など、いろ
いろな影響を受けています。そうした中で、日本
の個々の企業を見た場合、技術力など日本企業の
根底に流れる本質的な強みはどのようなもので
しょうか。

青島：私は主に製造業で、半導体や自動車、最近
ではデジタルカメラ産業を研究してきました。一
般に日本の製造業は、お客様のニーズに徹底的に
合わせた商品を提供するよう、産業の価値連鎖の
上流までさかのぼって全体が同期化しているとこ
ろに特徴があります。いわゆる「すり合わせ」です。
自動車産業で言えば、例えば、鉄鋼メーカーはト
ヨタ専用の鉄を作ります。極端に言えば、上流の
素材メーカーが末端の最終ニーズに合わせようと
努力しているわけです。東レもそのような素材を
多く作っていると思います。最終製品のニーズが
比較的安定している中で、お客様ニーズに高次に
応えていくという点で日本企業は非常に優れてい
ると思います。そうした意味での技術力は、今で
も圧倒的に強いと思います。

大谷：日本人はこだわりが強く完璧を求めます。
東レの繊維事業でも、中間製品ながらお客様から
は完璧な色合わせを要求されます。これまでは、
日本の企業や技術者の強みであった、ものづくり
に対するこだわりの強さが、今では逆に弱みになっ
ているとも言われていますが。

青島：そうです。特に、エレクトロニクス産業で
顕著に出ていますが、一つの例が半導体の不振で
す。その理由の一つは、システムLSI事業が振る
わなかったことにあります。システムLSI事業で
は、お客様のニーズにカスタマイズした IC（ASIC）
を作ることが多いのですが、半導体の製造には、1
ライン 2,000 億円、3,000 億円する巨大な設備が必
要です。本来、同じものを大量に作らないと経営

が成り立ちません。ところが、日本の企業はお客
様のニーズに合わせすぎるため、品種が増えてし
まう。その結果、固定費が回収できない。だから、
品目別にはトップシェアなのに、ふたを開けてみ
たら赤字となってしまう。これが日本の半導体産
業で起きていたことです。一方で、近年大きくなっ
てきたネットワーク技術を使った産業の多くは、
さまざまなものとつながることによって価値を生
み出します。そこでは、安定したニーズを前提に
して、特定のお客様の要求に徹底的に合わせこむ
「すり合わせ」は従来ほどの強みを発揮しません。
そうではなくて、さまざまな機能をつなぎ合わせ
て、新しい機能の集合体をつくり出していくこと
が、エレクトロニクス産業ではますます重要になっ
ています。日本企業は、そうしたことに対する対
応が遅れたのだと思います。決まった枠の中でよ
り良いものを作っていくことに最適化してきた産
業が、その枠を取り払いながらさまざまなものを
組み合わせて、新しい機能の組み合わせでニーズ
を満たしていく。そういう産業に切り替わるタイ
ミングが遅れたことが、日本のエレクトロニクス
産業の問題であると思います。

大谷：そのような対応をしても、お客様のニーズ
を必ずしも満たさないことにはならないのですね。
　
青島：もちろんお客様のニーズを満たしているの
ですが、例えばデジタルの世界では性能が倍々に
進化するので、一生懸命すり合わせを通じて性能
を上げても、他社との差をつくることが難しいと
いうことです。テレビでもブラウン管の時代には
差があったものが、液晶になると大して差がなく
なる。この差異を十分な価値として認めてくれる
ような世界では相変わらず日本は強いと思うので
す。自動車も人間の命に関わるので、「少し故障す
るかもしれないけど安いです」という車を簡単に
は買いません。デジタル一眼レフカメラのような
趣味的な製品ですと、少しでも解像度が良くてき
れいに写るのであれば、何万円というお金を払っ
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てくれます。そういう分野ではまだ日本企業は強
いと思います。

大谷：より良いものを作る技術力があっても汎用
的なものを作ることはなかなかできない。逆に言
うと、お客様の要求を下げてもらうことも含め、
お客様にどのようなニーズがあるかを一緒に研究
しながらすり合わせを築き上げていく必要があり
ますね。高いハードルを超えようとばかりしては
いけないのですね。

青島：そうですね。お客様のニーズに合わせてい
くのは、お客様の規模が大きい時は良いと思いま
す。例えば、東レがボーイングに1次構造材を供
給する場合です。ボーイングは民間航空機産業の
半分を占めているので、十分に商売が成り立つと
思います。しかし非常に多様化したお客様ニーズ
に一つ一つ合わせていくとなると、事業として成
り立たせるのがなかなか難しくなります。そうな
りますと、お客様といろいろやり取りをしながら、
多様なお客様に対する要素を取り出して、共通化
するといった商売の仕方が一方で必要になってき
ます。両方が必要だと思うのです。日本の会社は
少し前者に偏り過ぎており、お客様が小さくなっ
ても、そのやり方が止まらず、経営効率が悪化す
るということが、さまざまな分野で起きたので	
しょう。

大谷：今のお話は、最終製品にも、中間財にも該
当する話でしょうか。

青島：最終製品でも、日本では品種数が多いです
よね（笑）。ただ、中間財の方で起こりやすいのか
もしれません。日本では、お客様が非常に強いと
いうか、お客様至上主義で、お客様に言われると
断れないという論理が働いていることがあると思
います。もう一つの理由は、会社にもよりますが、
利益より売上高で営業が評価される傾向が強いと
思われることです。お客様の言うことを聞くと、

売上は上がります。あとは、利益を出すように、
製造現場や技術担当者に要求する。このような流
れになる傾向があります。もう少し営業の人が利
益を直接背負うようになれば、状況は違ってくる
と思います。

大谷：営業は売ることが仕事で、そこから先は工
場とか生産部門がコストを下げる構造ですね。

青島：「このお客様に売ったら、会社にどれくらい
の利益をもたらすか」ということが分かっている
ことが売る人にとっても励みになるのではないか
と思います。

大谷：営業が売上至上主義になりがちなのは、競
争相手が他にもいて、お客様の側からすると「他
社から買うよ」と言える構造がありますね。買う
側にとっても、値段で買いたたくだけではなくて、
売る側の気持ちや利益を考えながら、win-win の関
係を続けていかないと、お互い倒れてしまう可能
性があります。

企業経営の判断でなぜ失敗したのか
大谷：先生が研究された、デジタルカメラの成功
例を読ませていただきましたが、ここ数年の研究
の中で、企業経営の失敗例というのはありますか。

青島：うまくいかなかった典型的な例として、最
近一番目立つのはテレビでしょう。あれは、技術
開発の失敗というよりは、経営的な判断の問題だ
と思います。家電大手の工場、これらへの投資意
思決定は2007年ごろ行われています。2007年と
いえば 1ドル 120円ぐらいでの円安でしたから、
世界の供給拠点になるという意思決定もあり得た
のかもしれません。しかし、その後リーマンショッ
クがきて、2009年に工場が皆立ち上がった時には、
1ドル 90円台です。この段階で、その後どうなる
かについて、外から見ると難しいというか、危険
な意思決定に見えました。ただ、当時は地デジ化
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で国内では売れることが予想されていました。そ
れからエコポイントがさらにそれを支えました。
こうした国の政策によって、経営の意思決定が多
少ぶれたということがあると思います。これは一
例ですが、日本企業の問題は、技術力が劣ってい
るというよりは、いろいろな外的要因があって、
経営の意思決定がぶれてしまったことにあるよう
に思います。

大谷：外からの影響による経営のぶれですね。

青島：経営に秘策はありません。基本的にきちん
とした論理を積み重ねていくというプロセスが重
要です。それがさまざまな要因、例えば為替、新
興企業の出現、最近のアベノミクスも含めた政策
といった要因で経営がぶれる。一見、経営が良く
なったように勘違いし、それをやっていることが
何か正しい気がしてしまうことが経営をぶれさせ
るという理由です。最近も、新聞で富士フイルム
や東芝が何％増益と出ています。決算短信を見る
と、富士フイルムは基本的に為替差益です。東芝
はほとんどが半導体です。スマートフォンや iPad
向けのフラッシュメモリーが利益を支えていて、
為替差益も大きい。外的な状況でかなり業績が振
れるのです。先ほどのテレビも、地デジ化とエコ
ポイント政策誘導で4,000万台ぐらい売れたので、
投資が止められなくなったのです。その後に需要
が減退することが分かっていても、経営としては
それを止めきれない。リーマンショックも含めて、
経営として本当に正しいことを積み重ねているの
かを、きちんと確認しきれていないケースが多い
と思えます。そういう意味で、まっとうな経営を
ぶれずに行えばまだいけるのではないかと思い	
ます。

イノベーションを生み出す組織のあり方、
人の育て方
大谷：先生が研究をなさっているイノベーション
ですが、イノベーションを生み出していく企業経

営、イノベーションを生み出していく組織のあり
方、人の育て方とはどこにあるのでしょうか。

青島：大企業には優秀な人たちが大勢いますし、
最近、自分の研究室の学生を見ていても、何か新
しいことにチャレンジしようという気概がありま
す。みんな新しいことをやりたいと思っているし、
おそらく組織の中で、そういう機会を与えている
ところもあるでしょうが、イノベーションを起こ
せるような土壌が少し消えているように思いま
す。イノベーションは、余剰資源をいかに不確実
なものに投入するかがカギだと思います。革新的
なアイデアは世の中にいろいろあると思いますが、
そのままだと結局、イノベーションとしては結実
しません。最終的には社会的に価値を生み出すよ
うな技術や製品にならないといけません。それに
はかなりの資源が必要になります。しかし、今の
普通の企業では不確実なものにはなかなか資源が
投入されません。かつて日本の大手企業は、ある
程度の余剰利潤を享受できている立場にありまし
た。それなりに経営が安定している中で、余剰利
潤を経営者が将来に向けて、多少社会のことも考
えながら投資してきたことが日本の高度成長を支
えたと思います。しかし企業の透明性や資源配分
の民主制が問われるようになると、余剰を不確実
なものに投資するのは難しくなります。それが多
くの大企業で起きているのではないでしょうか。
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イノベーションを起こす初期段階に、「これは何年
後にどれだけもうかるのか」と言われてもそんな
ことは分からないわけです。

大谷：それは分かりません。

青島：だから、そんな投資はできない。しかし、
企業業績が悪くなると、今度は利益を出すために
イノベーションを起こそうとする。でも利益を出
すために最初からイノベーションに市場性を求め
るのは矛盾しています。今の日本企業で起きてい
ることだと思います。イノベーションは非常に不
確実な活動で、通常、期待利益を提示して資源を
集めることは難しいと思います。資本主義という
のは、利益期待によって資源を世の中から集める
仕組みです。しかしイノベーションは不確実性が
非常に高いですから、「これは何%の確率で成功
するのか」という計算が難しい。そうすると、単
純な利益期待以外でそれをサポートする社会的な
仕組みが必要になりますが、かつて日本の大企業
にはそれがあったと思います。「あそこで何か面白
いことをやっている者がいる」と。昔の東レを見
ると、「こんなの儲かるの？」と言われながら炭素
繊維や逆浸透膜のように、まだ儲かるか分からな
い技術に投資を続けました。でも、このような企
業がないと、イノベーションは継続しないのです。
個々の人たちの創造性が失われたのではなくて、
イノベーションを生み出す企業の仕組みが少し変
わってきたと思います。おそらく資本の構成が変
わったとか、世の中における透明性の問題、マス
コミが企業に対して、経営の透明性を求めること
などから、企業の仕組みが変わってきたのではな
いかと思います。

大谷：イノベーションを起こすためには余剰が必
要で、無駄にできる余剰がないとそういうものが
起こりにくいと言われました。東レの場合、炭素
繊維や逆浸透膜は、先が見えない中で苦労して継
続してきた人たちがいました。トップの先見性が

大きかったと思います。米国では、ベンチャー企
業が数多くありますが、失敗しても気にせずまた
起業します。日本で、ベンチャー企業があまり育
たないのは、大企業の中に、ベンチャー企業の代
わりに技術開発をしている企業があるからだと思
います。

青島：日本の大企業の方とお話しする時には、「大
企業に有能な人がいますので、イノベーションを
起こして頑張ってください。」と言い続けていま
す。ただアングロサクソン型の資本主義が優勢に
なっていくと、大企業を中心とした大規模なイノ
ベーションは起きにくくなると思います。それに
代わるものがどこにあるか、米国には、最初のア
イデアにエンジェルがお金を出し、ベンチャーキャ
ピタルが途中から支援をするという流れがありま
す。イノベーションという活動は非常に主観性が
高いので、開発内容や人物を深く理解しないとお
金を投入できません。企業の中の資源配分は社内
をよく知っている人がいるからできます。国は余
剰の資源を取りあえずかき集めることにはたけて
いますが、適切なところに配分する力が弱いので、
資源を適切に配分する仕組みをつくる必要があり
ます。ですから企業の中にベンチャーキャピタル
的なものをもっと育て、実際の企業者として入り
込みながら投資を続けていくような仕組み、もし
くは、政府もかなり中に踏み込みながらイノベー
ションを起こすような新しい仕組み、取り組みが
必要です。

新興国向けの企業戦略は
大谷：これからの企業経営は、日本の優れた技術
をもっと世界に売り込むことが必要になっていき
ますね。国も本気になって本質的な取り組みをす
る必要がありますが。

青島：はい。ただし、安売りしないことです。今ま
でかなり技術を安売りしてきました。特に新興国で
は、相当安売りをしてきている感じがします。政治
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的な問題もありますが、やはり相応の対価をもらう
べきです。海外での事業は、日本以上に難しいと
思います。以前、ゴミ焼却炉の事例について調べ
ました。日本では予定外のコストがかかった時に、
お客様との相互信頼の中で、コストを負担したり、
状況によって痛み分けみたいなことを行いますが、
海外ではそうはいきません。問題が起きれば訴訟
が起きます。最初に安く入れたからと言ってアフ
ターケアで回収できるとも限りません。
商慣行が日本と違うので、提供した技術や製品

に見合うだけの対価を、日本側にきちんと取り込
むような仕組みを冷静に考えないといけません。

高齢化と医療
大谷：日本には、高齢化社会の到来が世界で一番
早くきています。ここにもビジネスチャンスがあ
るのではとよく言われます。公害もそうですが、
日本が先に経験して培った技術を生かしていくた
めには、どうすればよいでしょうか。

青島：早くに経験し、苦労したことが生かされる
ことはあります。そのような技術を積極的に海外
に売っていくことは良いと思います。ただ、高齢
化によって生じるさまざまな問題は、ニーズがあ
るからビジネスができると少し短絡的に考えすぎ
ていると思います。高齢化対策などはビジネスに
ならないから公的支援があるのです。だから、普
通に事業をしてもほとんど利益が出ないと思いま
す。企業としては冷静に考えないといけません。
医療は長く国が補助しているビジネスですし、環

境ビジネスもほとんど商売にならないから補助を
し続けています。その補助がなくなっても民間が
自立してやっていける市場はほとんどないですね。

大谷：なるほど。先生が「あまり言葉に惑わされ
るな」とおっしゃっていることですね。確かに「高
齢化」「環境」は、言葉だけが先行して、ビジネス
につながらない可能性がありますね。

青島：多くの場合は、民間企業ができないから国
がやっていたことを、今度は民間に権限委譲する
とか自由化するとかいいます。そもそも事業性が
あるのだったら、民間が行っていた事業も多くあ
ります。今までビジネスにならないので国が背負っ
ていたのに、財政が厳しくなって、「はい、民間で
やってください」と言っても簡単にはビジネスに
はなりません。

大谷：やはり企業経営としては、足元をしっかり
と固めて、そしてあまりぶれずに、ある意味では
愚直に、方向を定めたらそれに向かうということ
でしょうか。

青島：企業は経済価値を生み出して、相応の分を
自分の中に取り込むという活動をしています。国
の補助があってやっているものは、本当の意味で
経済価値は生み出していないのです。補助などに
よって短期的に企業が潤うことは構わないのです
が、本質的な企業の活動としては正しくないと思
います。企業はやはり価値を生み出すところに社
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会的な意義があります。利益に惑わされると、社
会的な意義を見失ってしまうことになりかねま	
せん。

大谷：最近の話題、レストランなどで食材偽装が
あります。お客様を惑わせ、だますようなことは、
企業経営として論外ですが、先生がおっしゃった
ように、経営に「ウルトラC」はありませんね。

青島：ただ、愚直に経営すると言っても状況は変
わります。愚直に真面目に環境の変化についてい
かないとダメですね。エレクトロニクス産業の環
境は、根本的に変化しました。デジタル化でビジ
ネスのやり方が大幅に変わった。そうしたことに
合わせて経営していくことは必要だと思います。

企業の人材育成…若い頃に何を成し遂げたか
大谷：大学教育に続いて企業内教育があります。
企業内での若手人材育成のあり方についてお考え
をお聞かせください。

青島：『一橋ビジネスレビュー』という雑誌に、本
センター長の延岡健太郎教授と共に「技術経営の
リーダーたち」という記事を書いています。技術
者として一定の成果を上げた後、マネジメントを
担うようになった方を特集しています。共通して

いるのは20代後半で一つの成果を出している方
が多いことです。かつて、新入社員も数年で部下
が数人いるということがあったので、実現できた
のでしょう。一つの製品や一つのプロジェクトと
いうものを自分の責任で仕上げているという経験
を20代後半でした人が多いです。やはり20代後
半から 30代前半ぐらいで、自分の力で何か一つ
のものを成し遂げたかどうか。それで力がつき、
人にも評価されるということが重要です。最近は、
残念ながらあまり人が入ってきませんから、長い
こと小間使いみたいなことをさせられている人が
います。自分の力でやってみると、いろいろな情
報が必要になります。イノベーションを起こすと
いう意味でも、いろいろな人に出会うことは重要
です。普段会わない人に会うことによって、その
アイデアが認められるとか、その技術が今まで思っ
ていたものとは違う形で人に評価されるとか、そ
ういうものが会社の中に返ってきて、会社で認め
られて先に進むことが多いようです。そうすると、
なるべく会社の中に閉じこもらず、外に出ていろ
いろな人に出会い、自分の考えていることを伝え、
意見をもらうことが必要です。

大谷：確かにそう思います。一つの仕事を深く掘
り下げ、成果を上げた人は、その後に伸びる傾向
にあるとよく聞きます。

青島：日本の会社がイノベーションで伸び悩んで
いるのは、入社する人の素質というより、若い時
に機会が与えられなくなっているという傾向にあ
ると思うのです。

大谷：重要な示唆をいただきました。ただ、今は
将来の幹部候補生だからと特別扱いして教育する
わけにはいきません。いろいろな分野で働いてい
る人たちを全員集めて教育するというやり方が多
いです。

青島：多様性はやはり重要ですね。

特別企画／新春対談
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日本の企業はぶれない経営を
大谷：弊社のMOT（技術経営）研修では、企業
の技術開発リーダーにマネジメントを学ぶ場を提
供しています。異業種交流の、多様な経験を積ん
だいろいろな考え方の中で自分を磨くことができ
ます。講義も、講師と受講生の真剣勝負の様相で、
鍛えられると思います。

青島：技術者は基本的に研究・技術開発をきちん
とした方が良いと思います。ただ経営の言語を学
ぶこともコミュニケーションを可能にするという
点では重要です。特に新しい事業をつくり出して
いく時には、事務系的な発想と理科系的な発想の
融合が重要です。技術系の人は技術のことがよく
分かっているし、ものをきちんと順序立てて解決
していきます。自分もそうですが、事務系は少し
いい加減なところがあります（笑）が、実現不可
能なことでも、新しいことや将来の絵を描くこと
が得意です。その両方が一緒に、1人で両方経験
してもいいでしょうけれど、日本はそうなってい
ないので、やり取りをするという意味では、技術
系の人が経営の言語をきちんと理解することが重
要となります。私は事務系の人も技術を勉強する
べきだし、少なくとも自分の会社の技術は分かっ
ていなければならないと思います。技術系の人が
経営を勉強するだけではなくて、事務系の人がき
ちんと技術を勉強するのもMOTですね。

大谷：確かに両面ありますね。

青島：私は自分の研究室の卒業生には「製造業に
就職したらまず工場に行きたいと手を挙げなさい」
と言っています。工場の現場で何が作られている
か、自社が作っているものを理解して、工場の技
術者と話をして、どのような苦労があるかを知っ
た方がいいと思います。

大谷：一橋大学の卒業生は、製造業に就職する人
が多いですか。

青島：卒業生全体としてはそれほど多くありませ
んが、私の研究室の学生は多いですね。結果的に
私がこのような研究をしていることもあります。
もともと製造業に興味を持っている人と、私のと
ころに来てから製造業に興味を持つ人が、相対的
に多いと思います。

製造業の方向性
大谷：日本の今後の方向性を踏まえて、製造業の
経営者はどのようなスタンスで、企業経営してい
けばよいでしょうか。

青島：アベノミクスの第一の矢は期待を醸成する
ということでした。これはある程度成功し、結果
として為替も良くなりました。第二の矢は、期待
を後押しするために財政出動します。今年4月に
消費税を増税しますが、一方で減税措置や財政支
出もします。このように政府が関与すると、一瞬
潤いますがやはり経営はぶれる。第三の矢が一番
重要で、時間的な猶予や多少の余裕が必要ですが、
それを次の成長につなげられるか否かは、もう待っ
たなしの状態です。2002年から 2007年の好景気
の時も、日本の企業の付加価値はほとんど上がら
ず利益だけ上げていました。固定費削減で何とか
しのいでいたという時期です。今は為替差益でか
なり潤っていますが、本質的なところはまだ変わっ
ていません。
既存の事業でもきちんとやれば利益が出るとこ

ろが多いと思います。経営の基本的な論理から外
れて、例えば、全然もうからないお客様に販売し
ていたり、いろいろなお客様に数多くの品数を
作って販売していたりします。製造業にとって経
営の基本的な論理である、「やるべきことをきちん
とやる」ことが必要だと思います。

グローバルな対応を
青島：グローバルなお客様に対応することがます
ます必要になっています。今まで日本の製造業が
不幸だったことの一つは、国内市場が中途半端に
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大きかったことです。ある時期はこれが良かった
のです。マーケットもあるので潤います。そして、
日本のお客様が厳しい要求をするので、技術的に
も強くなっていきます。かつては、国内で頑張っ
ていたら知らないうちに力がついて、それを海外
で売ったら売れたというパターンだったと思いま
すが、今は海外市場も国内も基本的に同時に立ち
上がるという状態なので、日本のそうしたビジネ
スのやり方が必ずしも海外のお客様に合わないこ
とがあります。そういう意味では、最初からグロー
バルの戦略を持つことが必要です。海外で仕事を
するという前提で企業も個々の人材も考えなけれ
ばいけないと思います。強い製品を持ってスタン
ドアローンでできる製造業は相変わらず強いと思
います。一方で、いろいろな垣根がなくなってき
ています。オープンイノベーションが叫ばれるの
も、製品という塊のソリューションが次第に意味
をなさなくなってきて、いろいろなものと融合、連

携して価値を見いだすことの重要性が高まってい
るからです。企業の境界を越えざるを得なくなる
ということです。これからは、製造業も多様な人
たちとのコラボレーションをせざるを得ません。た
だし、基本的な製造業の力は失うことなく、きち
んと国内で製造できる体制を継続することが重要
です。海外に全て持って行ってしまうと、円安に
なったときに売るものがなくなってしまいます。

大谷：本当にその通りだと思います。

青島：私はここ数年、特にエネルギーや環境につ
いて研究しましたが、国の政策に翻弄される企業
が多く、そのダメージが大きいと思います。経営
者はやはり、ぶれずに、冷静に、論理をきちんと
積んで経営することが重要です。

大谷：本日は、どうもありがとうございました。
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